2020 EJC Summer Meeting 開催のお知らせ
関係者各位
時下ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。
さて、ご案内の通り足尾エリアにおけるハングシリーズ対象大会を「2020 EJC Summer Meeting」と致しまして
8 月 13 日から 4 日間、開催させていただく運びとなりました。なお、スポーツクラスを同時開催いたします。
皆様方のご参加を心よりお待ちしております。

2020 EJC Summer Meeting 大会要綱＆
大会要綱＆開催要項
（ＦＡＩカテゴリー２、ＪＨＦ公認ハンググライディングシリーズ）

主

催：2020 EJC Summer Meeting 大会実行委員会

公

認：公益社団法人 日本ﾊﾝｸﾞﾊﾟﾗｸﾞﾗｲﾃﾞｨﾝｸﾞ連盟（ＪHF）
国際航空連盟（ＦＡＩ）カテゴリーⅡ

後

援：茨城県石岡市

大会役員 ：

実行委員長 板垣 直樹

競技委員長

大沢 豊

開催地

：

茨城県石岡市 足尾山フライトエリア 大会本部 ナサショップ

開催日

：

2020 年 8 月 13（木）～8 月 16 日（日） （4 日間）

競技種目 ：

Race to Goal / Elapsed Time

参加資格 ：

JHF ﾌﾗｲﾔｰ会員登録が有効で XC 証、ＪＡＡスポーティングライセンス取得者かつ心身とも健康な
者。 デジタル無線機及び携帯電話、ライブトラックを装備してフライト出来ること

参加機体 ：

使用機体は原産国あるいは JHSC によって認められている国の耐空証明が明示されたクラスⅠ
の機体とする。

参加申込 ：

エントリー方法 ハング競技委員会 HP からエントリー
エントリー費支払い方法
銀行振り込み 一般 20,000 円

送金先：

※学生 15,000
15,000 円

土日参加 14,
14,000 円

ゆ う ち ょ 銀 行 〇 六 八 支 店 （ ｾ ﾞ ﾛ ﾛ ｸ ﾊ ﾁ 漢 数 字 入 力 ） 普 通 1950000
ﾊﾞﾝﾌﾟ ﾊﾝｸﾞｸﾞﾗｲﾀﾞｰ ｻｰﾋﾞｽ 宛

定

員：

締め切り ：

60 名 （大会開催は 40 名以上）
エントリー、エントリー費支払いともに 8 月 6（木）
大会資料等を大会当日までに確認していて下さい。

開催中止 ：大会エントリー締め切り日から大会最終日までの期間、ハンググライディングシリーズ開催
規程 II－１【参加資格】が満たされない場合は大会を中止する。ただし、大会にエントリー
した全ての選手を参加資格の対象に限定する。
（いずれかの都道府県で緊急事態宣言が発令されている場合や、移動の自粛が要請されてい
る場合などが大会中止の対象になります）
賞

典 ：

大会日程 ：

優勝・準優勝・3 位・参加賞・その他
8 月 13 日

7:30 受付 8:30 開会式・競技説明

10:30 競技開始

8 月 14～15 日 8:00 受付 10:30 競技開始
16 日

8:00 受付 10:30 競技開始

18:00 閉会式予定

その他注意

：感染症防止対策は各自で体調管理、マスク（各自持参）
、手洗い、対人距離等を行うこと。
車中での換気をし、会話等は控える。宿泊は車、テントを推奨。

問合せ ：

大会事務局 大沢豊

315-0164 茨城県石岡市小屋 1276

TEL0299-43-6952（夜 7 時まで）
E-mail： bumpyosawa＠ybb.ne.jp

携帯 090-3085-1440
（送信するときは＠を半角にしてください。）

スポーツクラス 開催要項
【参加機体】
スポーツクラス：クラス１ フレキシブルウィング
【スポーツクラス参加資格】
競技会経験の少ないパイロット証保持者のスポーツクラス選手への参加資格を以下のように設ける。
①有効な JHF フライヤ－会員登録証。
②JHF-P 証保持者または同等の技能証保持者。
③過去１年以内に足尾エリアでのソアリング飛行経験がある者。
④パイロット証取得後１年以上もしくは５０時間以上の飛行経験がある者。
上記③④に該当しない者は、十分な技能と経験があり、担当教員から推薦を受ける事。
下記の推薦状に担当教員が署名したものを大会初日に提出する。
⑤スポーツクラスはオープンクラスとは異なるタスクを組んで競技、表彰する。
【スポーツクラス競技種目】
Race to Goal / Elapsed Time

※スポーツクラスの開催は参加申込者が 5 名以上の場合とし、定員に満たない場合は申込み締め切
り後可否を選手に伝え、参加費は振込手数料を引いた金額を返却する。
【スポーツクラス参加費】
オープンクラスと同じ
【スポーツクラスの大会ローカルール、競技ローカルール】
オープンクラスと同じ

2020 EJC Summer Meeting スポーツクラス参加推薦状
（選手氏名） は、2020 EJC Summer Meeting のスポ
ーツクラスへの参加に際し、十分な技能と経験があり、大会競技会の趣旨を理解し、安全に飛行す
ることが出来るパイロット技能証保持者であることを証明し、ここに参加を推薦します。
パイロット証取得日

年

月

日

年

月

日

担当教員

2020East
2020East Japan Championship Summer Meeting
Competition Detail
Hosted by Naoki Itagaki
Supported by Ishioka-city
Recognized by Japan Hang & Paragliding Federation (JHF), FAI(Cat.2)
Sponsored by
Officials
Event Organizer: Naoki Itagaki
Meet Director: Yutaka Osawa
Place Mt.Ashio Flight Area, Ishioka-city, Ibaraki-prefecture, Japan
Dates Thursday 13rd August 2020 - Sunday 16th August 2020
Type of competition Race to goal / Elapsed time
Sanction
JHF: Hang-gliding Series
FAI: Category 2
Eligibility to Compete
Following membership and licenses is necessary for all pilots.
Appropriate documentary proof in English or Japanese will be required at registration showing valid.
Membership of JHF *mandatory for all pilots including oversea pilots.
Cross-country Pilot License issued by JHF, or other foreign/international license such as IPPI
Stage 5.
FAI Sporting License
All pilots must be healthy both physically and mentally.
Glider
Only Class 1 gliders with the airworthiness certified by JHSC or country of origin can be used in the
event.

Equipment
Following equipment are mandatory.
Appropriate helmets.
Reserve parachute with JHF official tag which proves it’s packed within 120 days.
GPS
Digital Convenience Radio *We have DCRs available for rent during the comp.
Entry
The maximum number of pilots in the event is 60, the minimum number of pilots is 40.
Screening will be done after deadline in case more than 60 pilot registrations.
Priorities will be set based on CIVIL ranking.
Registration
Registration must be made through the following website by the deadline.
https://jhf.hangpara.or.jp/hgc/compe_sche.php
Please contact the organizer if you have any difficulty in online registration.
Deadline
Thursday 6th August 2020
Entry fee
20,000 JPY per pilot
*Entry fees are to be paid to following bank account by the deadline.
*International pilots can pay entry fees in cash on the registration of the event, because following
bank account cannot receive international remittances.
*Entry fees can’t be paid back for the withdrawing by pilot’s personal reason.
Bank Name: Japan Post Bank
Branch Name: Head Office
Type of Account: Savings
Account Number: 10610-19500001
Account Name: bump hangglider service
Prize
1st place, 2nd place, 3rd place and others
Local Rules
Please check the local rules carefully before flight because there are some restrictions specific to
this flight area such as;

HQ
NASA
1389-1, Uwaso, Ishioka-city, Ibaraki-prefecture, Japan
http://nasa.ne.jp/
Programme and Schedule
Thursday 13rd August
Registration at HQ 7:30am
Opening ceremony and Pilot briefing 8:30am
Competition 10:30amFriday 14th August
Registration at HQ 8:00am
Competition 10:30amSaturday 15th August
Registration at HQ 8:00am
Competition 10:30amSunday 16th August
Registration at HQ 8:00am
Competition 10:30amPresentation 6:00pm
Contacts
Event Organizer: Yutaka Osawa TEL： (+81)299-43-6952 E-mail：bumpyosawa@ybb.ne.jp

